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なりました。
第六号議案では、役員体制が決定されました。
新体制は大きく変わり、以下の内容となっており
ます。
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２３日（日）、防災センター３Ｆにて実施しました。

監事

山口 正隆

冒頭に当協会の名誉会長であられる高橋市長にご

監事

勝瀬 澄子

第２２回目となる通常総会を、平成２９年４月

挨拶をいただいた後、
「議案書」に基づき、議事を
進行し、第１号議案から第６号議案までの案が原
案通りに承認・可決されました。

尚、総会後には、昨年に引き続き、狛江市の平和
祈念事業である「みんなで輪をつくろう」の記念

第一号議案の活動経過報告にて、昨年度の活動結

撮影を行いました。当日、出席いただいた会員の

果が報告されました。今回は J:COM のデイリー・

方や市役所の政策室の方を含めて、撮影がされま

ニュースで放映された協会のニュースを観ていた

した。

だきました（昨年度は、日本文化体験の盆踊り、
英会話サロンのこまぐりっしゅ cafe、ニューイヤ
ーパーティ、日本語スピーチ大会の４つがニュー
スとして報道されました）。
第二号議案にて、昨年度の収支報告がありました。
第三号議案は、昨年収支に関する監査結果の報告
でした。
第四号議案では、新年度の事業計画案が可決され
ました。
第五号議案では、その収支計画が可決されました
が、計画の詳細は、理事会にて検討されることに

たり、スズメに餌やったり、サバイバルゲームで
暴れたり、そして国際交流協会の理事にもなった

～新任理事によるご挨拶～

り。
どうやらじっとしていられない性格ですね。
（笑

太田 裕造 理事（副会長）

笑）
やはり人と、自然と触れ合うのが好きかなっと

この数年私の健康上 KIFA に御無沙汰していま
したが、このたび図らずも副会長に推されました。
体調に注意しながら努力しますので、宜しくお願
いします。

思います。そしていろんな事も経験できて、今後
に役立つと思います！
こんな私ですが、仲良くしてください！よろし
くお願いします！

金子 和枝 理事
長野県生まれ、１８才から東京、狛江市民とな
って約１０年です。
「こまぐりっしゅ café」を大い
に楽しんでおります。

～年間行事（計画）について～
総会後の理事会において、平成２９年度の年間

狛江市に縁のある海外からの方々が、KIFA のイ

行事(計画)が検討され、以下の内容となりました。

ベントに沢山いらして狛江市を楽しんで下さるよ
う皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。

【広報関係】
① ＫＩＦＡたよりの電子化と定期発行

好広 修三 理事

年４回（カラー）

KIFA の総会出席の後、慰労会があり、その場の
雰囲気が、とても良く、急遽理事にさせて頂きま

② ＳＮＳ活用による協会のＰＲ推進

通年

③ ＫＩＦＡホームページの管理運用

通年

④ メールマガジンの発刊

通年

した。
10 年以上に亘る海外生活の経験を生かし、狛江
市内外の外国人との交流の一助が出来ればと考え

【国際理解関係】
① 日本語スピーチ大会と交流会 ３月中旬

ています。
トレッキング、テニス、ゴルフ、旅行、語学と毎

【市民交流関係】

日毎日が、フル回転。いつも自分に言い聞かせて

① こまぐりっしゅ cafe in 多摩川

います。

② 日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体験

頑張れ！

Go for it !

Mach't

7 月中旬

gut !

Animo ! 加油(jia you)!
よろしくお願いします。

8 月上旬
③ 世界の料理出店

11 月中旬

④ 国際交流サロン

11 月

⑤ ニューイヤーパーティ

年２回

ZANG YAO 理事
【その他】
皆さんこんにちは！ YAO と申します、学部３年
生です。
建築構造学んでいますが、理系とか建築とか関
係なくいろんな事に興味持っています！バーテン
ダーやったり、添乗員にもなったり、書類翻訳し

① 外国人相談への対応等

通年

② 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ応
援事業等
③ こまぐりっしゅ cafe

通年
月１回

こまぐりっしゅ cafe in 多摩川！
昨年スタートした「こまぐりっしゅ cafe」は、

日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り
体験

大好評開催中です。
さて、過去にも出場したことのある多摩川いか

本年も外国人の方を集めて、日本の夏を体験し

だレースですが、こまぐりっしゅ cafe の場所を提

ていただく場を提供予定です。浴衣を着ての盆踊

供していただいている“GOTA BAR / いろどり bar

りを中心に企画を検討中です！

ごはん”さんと共に出場することになりました。

外国人の方に何を体験していただくか、詳細は
検討中ですが、実施日も近づいてきております。

当日は、ゴール近くで「こまぐりっしゅ cafe in

是非、身近な外国人の方へ、お声掛けをいただき、

多摩川」と題して、バーベキュー・パーティーも

お誘いあわせの上で、気軽にご参加をください。

実施予定です。会員参加費は 1000 円となります。
当日入会も可能です。

実施日

：平成２９年８月５日（土）

実施場所：中央公民館（市民センター）
レース実施日 ：平成２９年７月１６日（日）
11:00 頃スタート予定です。
レース実施場所：多摩川五本松～宿河原堰手前
※こまぐりっしゅ cafe in 多摩川（ガーデン・
ランチ・パーティ）は、多摩川いかだレースの
バーベキューゾーンにて 11:30 から実施予定

（昨年の盆踊りの様子）

（2014 年のいかだレース）
万障繰り合わせの上、ご参集いただき「こまぐ
りっしゅ cafe 号」を応援ください。また、河原の
バーベキュー場にて、外国人を含めた交流会＆英
会話サロンにもご参加いただき、楽しい時間をお
過ごしください。
（昨年は J:COM さんでも取材・報道されました）

その他のご連絡
【会費納入のお願い】

【メールアドレス連絡のお願い】

本年度（平成 29 年度）の会費納入が、まだお済

会員への連絡の迅速化と、コミュニケーション

みでない会員の方は、狛江市役所政策室へお持ち

の活発化を目的として、メールによる情報交換を

いただくか、下記銀行口座へのお振り込みをお願

行いたいと考えております。

い致します。

6 月現在、５３名の会員のうち、メールアドレス

銀行振込みの手数料は自己負担となります。

をお伝え頂いている方は、２０名（37％）のみで
す。

みずほ銀行狛江支店

普通 １４８７８０１
狛江市国際交流協会

いただいたメールアドレスは、KIFA から会員の
方への連絡のみに利用し、他の目的で利用するこ
とはございません。
メールアドレスをお持ちの方は、KIFA ホームペ
ージ等より連絡ください。
http://www.komae-kifa.com/admission.html
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